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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第21期
第１四半期
累計(会計)期間

第22期
第１四半期
累計(会計)期間

第21期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
６月30日

自平成21年
４月１日
至平成21年
６月30日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

営業収益（千円） 4,333,595 4,451,162 18,484,776

経常利益又は経常損失（△）（千

円）
186,106 △6,075 549,445

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失（△）（千円）
83,037 △41,804 359,798

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ － －

資本金（千円） 1,919,572 1,987,454 1,987,454

発行済株式総数（株） 119,972 125,876 125,876

純資産額（千円） 1,700,205 2,084,782 2,124,326

総資産額（千円） 10,151,068 11,117,596 10,603,884

１株当たり純資産額（円） 13,805.39 16,103.11 16,435.24

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は四半期純損失金額（△）

（円）

721.01 △332.13 2,957.20

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － 2,948.12

１株当たり配当額（円） － － －

自己資本比率（％） 16.3 18.2 19.5

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
32,915 101,763 855,217

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△161,375 △323,197 △781,038

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
487,387 349,722 91,572

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
1,528,500 1,463,614 1,335,325

従業員数（人） 629 706 670

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２．営業収益には、消費税等は含んでおりません。

３．営業収益は、四半期損益計算書の「売上高」と「その他の営業収入」を合計して記載しております。

４．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有していないため記載しておりません。

５．第21期第１四半期累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果
を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

６. 第22期第１四半期累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は
存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。　
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２【事業の内容】

　当第１四半期会計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。

　

　

３【関係会社の状況】

　当第１四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成21年６月30日現在

従業員数（人） 706 (1,596)

　（注）１．従業員数は就業人員数（当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む。）であり、臨時従

業員（８時間換算）は当第１四半期会計期間の平均人数を（　）に外数で記載しております。

２．臨時従業員数は、派遣社員を除いております。
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第２【事業の状況】

１【売上及び仕入の状況】

(1）その他の営業収入の内訳

　　当第１四半期会計期間のその他の営業収入実績を項目別に示すと、次のとおりであります。

項目別

当第１四半期会計期間

（自　平成21年４月１日
　　至　平成21年６月30日）

金額（千円） 前年同四半期比（％）

加盟料及び開店指導料 13,400 －

ロイヤルティ収入 20,691 98.0

販売手数料 18,199 146.8

合計 52,290 143.7

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）地区別売上状況

　　当第１四半期会計期間の売上実績を地区別に示すと、次のとおりであります。

地区別

当第１四半期会計期間

（自　平成21年４月１日
　　至　平成21年６月30日）

金額（千円） 前年同四半期比（％）

[リサイクル事業] ［208店舗］   

北海道地区 （ 28店舗） 630,760 103.9

東北地区 （ 35店舗） 687,656 94.7

関東地区 （ 33店舗） 778,839 104.3

北陸地区 （ 27店舗） 613,610 94.7

中部地区 （ 30店舗） 561,380 97.2

関西地区 （ 16店舗） 329,000 125.5

中国・四国地区 （ 23店舗） 439,118 107.4

九州地区 （ 16店舗） 358,504 111.9

合計 4,398,872 102.4

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．店舗数は、当第１四半期会計期間末現在の直営店舗数であります。
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(3）商品別売上状況

　　当第１四半期会計期間の売上実績を商品別に示すと、次のとおりであります。

商品別

当第１四半期会計期間

（自　平成21年４月１日
　　至　平成21年６月30日）

金額（千円） 前年同四半期比（％）

衣料 1,888,046 106.2

服飾雑貨 1,052,801 99.6

電化 695,831 106.2

生活雑貨 243,917 110.7

家具 119,314 104.8

キッズ 80,465 114.7

スポーツ 64,942 46.4

趣味用品 191,212 100.4

その他 62,340 86.1

合計 4,398,872 102.4

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(4）商品別仕入状況

　　当第１四半期会計期間の仕入実績を商品別に示すと、次のとおりであります。

商品別

当第１四半期会計期間

（自　平成21年４月１日
　　至　平成21年６月30日）

金額（千円） 前年同四半期比（％）

衣料 470,492 97.5

服飾雑貨 371,830 84.0

電化 240,495 110.8

生活雑貨 58,641 102.8

家具 25,703 93.6

キッズ 16,292 108.0

スポーツ 18,739 39.1

趣味用品 67,368 96.9

その他 44,260 91.4

合計 1,313,825 93.4

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(5）直営店単位当たり売上高

　　当第１四半期会計期間の直営店単位当たり売上高実績を項目別に示すと、次のとおりであります。

項目別

当第１四半期会計期間

（自　平成21年４月１日
　　至　平成21年６月30日）

前年同四半期比（％）

売上高（千円） 　 4,398,872 102.4

１㎡当たり売上高

売場面積（平均）（㎡） 105,218 99.5

１㎡当たり期間売上高

（千円）
41 102.9

１人当たり売上高

従業員数（平均）（人） 2,304 118.6

１人当たり期間売上高

（千円）
1,909 86.3

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．売場面積、従業員数の計算基準は期中平均によっております。

３．従業員数には臨時従業員（８時間換算）を含めております。

２【事業等のリスク】

　当第１四半期会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

　

　

　

　

EDINET提出書類

株式会社フォー・ユー(E03337)

四半期報告書

 6/29



４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）　業績の状況

　　　当第1四半期会計期間におけるわが国経済は、世界規模の金融不安の影響による景況感は底を打った兆しが見えて

きたものの、企業業績、雇用環境の悪化等による消費マインドの低迷が続いており、依然として厳しい環境で推移

しました。

    　当社の関連するリユース業界におきましては、小売価格の低下を背景に高額商品の売上が伸び悩む等の影響を

受けておりますが、資源の有効活用等による環境意識の高まりからリユースへの注目度は高く、市場ニーズは拡

大傾向にあります。

　　　このような状況の中、当社といたしましては、一部地域における夏物セールの実施、買取強化キャンペーンの実施

等業績拡大に努める一方、内部統制室を新設し、内部統制およびコンプライアンスの強化に努めております。

　　　また、事業拡大の主軸に据えて推進しております出店政策におきましては、当第1四半期会計期間に首都圏を中心

に新たに９店舗（直営７店舗、フランチャイズ２店舗）の出店を行うとともに、５店舗のリニューアルおよび２

店舗の移転を行うなど積極的に推進し、当第1四半期会計期間末の店舗数は245店舗（直営208店舗、フランチャイ

ズ37店舗）となりました。

　　　さらに、ブランド認知度向上のため継続して取り組んでおります屋号の統一につきましては、当第1四半期会計期

間に14店舗の変更を行っており、当事業年度中には「セカンドストリート」「ジャンブルストア」への屋号の統

一を完了させる予定であります。

　　　これらの結果、売上高は前年同四半期を上回ったものの、既存店における高額商品の売上が減少傾向で推移すると

ともに、商品買取が需要に対応できなかったこと、また、新規出店に伴う一時費用の増加ならびに商品評価損の計

上等により、営業利益は前年同四半期を下回って推移しました。

　　　当第1四半期会計期間の営業収益は4,451百万円（前年同四半期比2.7%増）、営業利益は3百万円（前年同四半期比

98.5％減）、経常損失は6百万円（前年同四半期は経常利益186百万円）、四半期純損失は41百万円（前年同四半期

は四半期純利益83百万円）となりました。

(2）　キャッシュ・フローの状況

　　　当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動の結果得られた資金が

101百万円および財務活動の結果得られた資金が349百万円となったものの、投資活動の結果使用した資金が323

百万円となったことにより、前事業年度末より128百万円増加し、当第１四半期会計期間末の資金残高は1,463百万

円（前年同四半期比4.2％減）となっております。

　　　各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　　営業活動の結果得られた資金は101百万円（前年同四半期比209.2％増）となりました。これは主に、減価償却費122

百万円、たな卸資産の減少額38百万円および売上債権の減少額38百万円等によるものでありますが、法人税等の

支払額98百万円等によりその一部が相殺されております。

　　　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　　投資活動の結果使用した資金は323百万円（前年同四半期比100.3％増）となりました。これは主に、固定資産の取

得による支出199百万円、建設協力金の支払による支出42百万円および敷金の差入による支出97百万円等による

ものでありますが、貸付金の回収による収入9百万円および敷金の回収による収入8百万円等によりその一部が相

殺されております。

　　　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　　財務活動の結果得られた資金は349百万円（前年同四半期比28.2％減）となりました。これは主に、長期借入による

収入900百万円によるものでありますが、長期借入金の返済による支出469百万円等によりその一部が相殺されて

おります。

(3）　事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　当第１四半期会計期間において、対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4）　研究開発活動

　　　該当事項はありません。　
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(5）　経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　　　当社を取り巻く事業環境は、生活防衛意識、環境保護意識の高まりとともに、一般消費者の選択肢の一つとしてリ

ユース品の需要が増加しており、市場は年々拡大していく傾向にあります。

　当社といたしましては、これらの状況を踏まえ、積極的な出店を推進し事業規模の拡大を図るとともに、広告宣

伝活動を強化しブランド認知度の向上を目指します。

(6）　財政状態の分析

　①　総資産

　　　総資産は、前事業年度末より513百万円増加し、11,117百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が128百万円、

有形固定資産が275百万円増加したことによるものです。

　②　負債

　　　負債は、前事業年度末より553百万円増加し、9,032百万円となりました。主な要因は、長期借入金および１年内返済

予定の長期借入金が430百万円増加したことによるものです。

　③　純資産

　　　純資産は、前事業年度末より39百万円減少し、2,084百万円となりました。主な要因は、四半期純損失41百万円を計上

したことによるものです。自己資本比率については、前事業年度の19.5％から1.3ポイント低下し、18.2％となりま

した。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありません。ま

た、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。

　なお、前事業年度末に計画中であった店舗の新設は、平成21年４月に１店舗（ＳＳ高柳店）が完了し、平成21年６

月に６店舗（ＪＳ東千葉店、ＳＳ幸手店、ＳＳ調布つつじヶ丘店、ＳＳ鞍月店、ＳＳ草津店、ＪＳ倉敷笹沖店）が完了

しました。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 219,600

計 219,600

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年８月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 125,876 125,876
大阪証券取引所

（市場第二部）

当社は単元株制

度を採用してお

りません。

計 125,876 125,876 － －

　（注）  「提出日現在発行数」欄には、平成21年８月１日以降提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数

は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

　旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①　第５回新株予約権（平成16年９月28日定時株主総会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 66

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

なお、当社は単元株制度を採用しておりません。

新株予約権の目的となる株式の数（株） 594

新株予約権の行使時の払込金額（円） 46,772

新株予約権の行使期間
自　平成18年10月１日

至　平成21年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 　　 46,772

資本組入額　　23,386

新株予約権の行使の条件

・新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時

においても当社並びに当社100％子会社の取締役及び従

業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定

年による退職その他正当な理由がある場合はこの限り

ではない。

・新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予

約権の行使は認めない。

・新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。

・その他新株予約権の行使の条件については、本総会以降

に開催される取締役会決議に基づき当社と本新株予約

権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権

割当契約」で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

②　第６回新株予約権（平成16年９月28日定時株主総会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 82

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

なお、当社は単元株制度を採用しておりません。

新株予約権の目的となる株式の数（株） 738

新株予約権の行使時の払込金額（円） 79,910

新株予約権の行使期間
自　平成18年10月１日

至　平成21年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 　　 79,910

資本組入額　　39,955
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第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の行使の条件

・新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時

においても当社並びに当社100％子会社の取締役及び従

業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定

年による退職その他正当な理由がある場合はこの限り

ではない。

・新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予

約権の行使は認めない。

・新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。

・その他新株予約権の行使の条件については、本総会以降

に開催される取締役会決議に基づき当社と本新株予約

権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権

割当契約」で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

③　第７回新株予約権（平成17年９月27日定時株主総会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 597

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

なお、当社は単元株制度を採用しておりません。

新株予約権の目的となる株式の数（株） 597

新株予約権の行使時の払込金額（円） 53,823

新株予約権の行使期間
自　平成19年10月１日

至　平成22年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 　　 53,823

資本組入額　　26,912

新株予約権の行使の条件

・新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時

においても当社並びに当社100％子会社の取締役及び従

業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定

年による退職その他正当な理由がある場合はこの限り

ではない。

・新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予

約権の行使は認めない。

・新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。

・その他新株予約権の行使の条件については、本総会以降

に開催される取締役会決議に基づき当社と本新株予約

権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権

割当契約」で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①　第８回新株予約権（平成18年６月19日臨時株主総会決議）
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第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 3,946

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

なお、当社は単元株制度を採用しておりません。

新株予約権の目的となる株式の数（株） 3,946

新株予約権の行使時の払込金額（円） 43,700

新株予約権の行使期間
自　平成18年８月１日

至　平成21年７月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　 43,700

資本組入額　　 21,850

新株予約権の行使の条件 －

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

②　第9回新株予約権（平成20年6月25日定時株主総会決議）

　
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 2,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

なお、当社は単元株制度を採用しておりません。

新株予約権の目的となる株式の数（株） 2,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 22,787

新株予約権の行使期間
自　平成22年７月１日

至　平成25年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　 22,787

資本組入額　　 11,394

新株予約権の行使の条件

・新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時にお

　いても、当社の取締役または従業員の地位にあるこ

　とを要す。但し、任期満了による退任、定年退職そ

　の他正当な理由のある場合にはこの限りではない。

・新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株

　予約権の行使は認めない。

・新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。

・その他権利行使の条件については、定時株主総会お

　よび取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権の

　割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割

　当契約」で定めるところとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

③　第10回新株予約権（平成20年6月25日定時株主総会決議）
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第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 500

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

なお、当社は単元株制度を採用しておりません。

新株予約権の目的となる株式の数（株） 500

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間
自　平成20年７月29日

至　平成45年７月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　 1

資本組入額　　　　 1

新株予約権の行使の条件

・新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使期間内

　において当社の取締役の地位を喪失したときに、そ

　の地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまで

　の間に限り、新株予約権を行使することができる。

・新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株

　予約権の行使は認めない。

・新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。

・その他権利行使の条件については、当社と新株予約

　権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約

　権割当契約」で定めるところとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
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（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。　

　

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成21年４月１日～

平成21年６月30日
－ 125,876 － 1,987,454 － 2,216,254

 

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の移動は把握しておりません。

　

（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成21年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

　 平成21年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 7 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 125,869 125,804 －

端株 普通株式 － － －

発行済株式総数 125,876 － －

総株主の議決権 － 125,804 －

　（注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が65株含まれております。なお、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数65個は含まれておりません。

②【自己株式等】

　 平成21年６月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社フォー・

ユー

香川県高松市今里町

二丁目16番地１
7 － 7 0.0

計 － 7 － 7 0.0
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
４月

５月 ６月

最高（円） 20,000 21,000 26,000

最低（円） 18,000 18,500 18,300

　（注）最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に

基づき、当第１四半期会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び当第１四半期累計期間（平成21

年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20

年６月30日まで）に係る四半期財務諸表については、監査法人トーマツによる四半期レビューを受け、当第１四半期

会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び当第１四半期累計期間（平成21年４月１日から平成

21年６月30日まで）に係る四半期財務諸表については、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けてお

ります。

　なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日をもって有限責任監査法人トーマツと

なっております。

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成21年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,463,614 1,335,325

売掛金 124,960 163,475

商品 2,668,061 2,706,590

その他 858,037 814,667

貸倒引当金 △7,410 △5,460

流動資産合計 5,107,263 5,014,598

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 1,727,218

※1
 1,570,620

土地 263,833 263,833

その他（純額） ※1
 694,969

※1
 575,910

有形固定資産合計 2,686,021 2,410,364

無形固定資産

のれん 146,259 165,967

その他 119,558 113,802

無形固定資産合計 265,818 279,770

投資その他の資産

敷金 1,851,274 1,785,382

その他 1,309,249 1,218,378

貸倒引当金 △102,030 △104,610

投資その他の資産合計 3,058,493 2,899,151

固定資産合計 6,010,332 5,589,285

資産合計 11,117,596 10,603,884

負債の部

流動負債

買掛金 37,474 22,256

短期借入金 100,000 100,000

1年内償還予定の社債 390,000 390,000

1年内返済予定の長期借入金 1,882,085 1,736,669

未払法人税等 35,838 120,038

賞与引当金 62,583 110,610

その他 1,237,381 1,047,007

流動負債合計 3,745,362 3,526,582

固定負債

社債 1,260,000 1,260,000

長期借入金 3,163,493 2,878,072

その他 863,958 814,903

固定負債合計 5,287,451 4,952,975

負債合計 9,032,814 8,479,557
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成21年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,987,454 1,987,454

資本剰余金 2,216,254 2,216,254

利益剰余金 △2,176,418 △2,134,613

自己株式 △408 △408

株主資本合計 2,026,882 2,068,686

新株予約権 57,899 55,639

純資産合計 2,084,782 2,124,326

負債純資産合計 11,117,596 10,603,884
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

売上高 4,297,210 4,398,872

売上原価 1,262,142 1,299,005

売上総利益 3,035,068 3,099,866

その他の営業収入 36,384 52,290

営業総利益 3,071,453 3,152,157

販売費及び一般管理費 ※1
 2,854,398

※1
 3,148,870

営業利益 217,054 3,286

営業外収益

受取利息 2,472 1,454

不動産賃貸料 64,786 98,825

その他 21,967 26,815

営業外収益合計 89,226 127,095

営業外費用

支払利息 38,651 33,849

不動産賃貸原価 64,974 99,179

その他 16,547 3,429

営業外費用合計 120,173 136,457

経常利益又は経常損失（△） 186,106 △6,075

特別利益

償却債権取立益 2,500 －

貸倒引当金戻入額 － 1,200

特別利益合計 2,500 1,200

特別損失

固定資産除却損 50,111 24,842

減損損失 15,617 10,155

リース解約損 2,364 844

商品評価損 55,037 －

店舗閉鎖損失 18,641 9,634

その他 1,272 －

特別損失合計 143,043 45,477

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 45,562 △50,352

法人税、住民税及び事業税 23,346 26,620

法人税等調整額 △60,820 △35,168

法人税等合計 △37,474 △8,548

四半期純利益又は四半期純損失（△） 83,037 △41,804
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

45,562 △50,352

減価償却費 81,987 122,133

減損損失 15,617 10,155

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,376 △630

受取利息 △2,472 △1,454

支払利息 38,651 33,849

店舗閉鎖損失 13,669 2,207

固定資産除却損 50,111 24,842

売上債権の増減額（△は増加） 23,407 38,514

たな卸資産の増減額（△は増加） △48,172 38,538

仕入債務の増減額（△は減少） △6,107 15,218

その他 △73,162 △8,916

小計 151,469 224,106

利息の受取額 2,351 1,455

利息の支払額 △27,480 △25,419

法人税等の支払額 △93,424 △98,378

営業活動によるキャッシュ・フロー 32,915 101,763

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △3,000 △3,000

固定資産の取得による支出 △160,913 △199,343

固定資産の売却による収入 773 773

貸付金の回収による収入 9,403 9,256

敷金の差入による支出 △37,162 △97,489

敷金の回収による収入 25,745 8,711

建設協力金の支払による支出 － △42,300

その他 3,777 195

投資活動によるキャッシュ・フロー △161,375 △323,197

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △488,670 －

長期借入れによる収入 1,350,000 900,000

長期借入金の返済による支出 △436,451 △469,163

設備関係割賦債務の返済による支出 △94,734 △53,275

リース債務の返済による支出 △1,210 △27,838

株式の発行による収入 158,454 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 487,387 349,722

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 358,927 128,289

現金及び現金同等物の期首残高 1,169,573 1,335,325

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 1,528,500

※1
 1,463,614
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

項目
当第１四半期会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１．会計処理基準に関する事項の変更 (1）たな卸資産の評価方法の変更

　商品については、従来、総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法）によっておりましたが、当第１四半期会計

期間より、単品管理商品については個別法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）、その他の商品については総平均

法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）により算定しております。

　この変更は、新ＰＯＳシステムを導入し、一定金額以上の商品については単

品原価情報の管理ができるようになったため、より適正な商品評価および期

間損益計算を行う目的で行ったものであります。

　これによる損益に与える影響は軽微であります。

【表示方法の変更】

当第１四半期会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　前第１四半期累計期間において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「敷金の差入による支出」に含めて表示し

ておりました「建設協力金の支払による支出」は重要性が増加したため、当第１四半期累計期間より区分掲記すること

としました。なお、前第１四半期累計期間の「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「敷金の差入による支出」に含ま

れる「建設協力金の支払による支出」は4,500千円であります。

【簡便な会計処理】

　　　当第１四半期会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

　　　該当事項はありません。

　

　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　当第１四半期会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

　　　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末
（平成21年６月30日）

前事業年度末
（平成21年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

1,943,004千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,919,905千円

  ２．偶発債務

金融機関等からのリース契約債務に対して次のと

おり連帯保証を行っております。

  ２．偶発債務

金融機関等からのリース契約債務に対して次のと

おり連帯保証を行っております。

㈱ウィルウェイ 1,113千円 ㈱ウィルウェイ 1,298千円

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

役員報酬 17,823千円

給与手当 531,595千円

雑給与 561,415千円

賃借料 783,455千円

減価償却費 81,036千円

貸倒引当金繰入額 12,276千円

賞与引当金繰入額 80,819千円

役員報酬 21,708千円

給与手当 574,151千円

雑給与 665,237千円

賃借料 821,957千円

減価償却費 121,262千円

貸倒引当金繰入額 2,254千円

賞与引当金繰入額 61,840千円

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年６月30日現在） （平成21年６月30日現在）

現金及び預金勘定 1,528,500千円

投資その他の資産に計上され

ている「長期性預金」
11,000千円

　　計 1,539,500千円

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金等
△11,000千円

現金及び現金同等物 1,528,500千円

現金及び預金勘定 1,463,614千円

投資その他の資産に計上され

ている「長期性預金」
23,000千円

　　計 1,486,614千円

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金等
△23,000千円

現金及び現金同等物 1,463,614千円
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（株主資本等関係）

当第１四半期会計期間末（平成21年６月30日）及び当第１四半期累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年

６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　125,876株

２．自己株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　 　　　　　７株

３．新株予約権等に関する事項

 （1）第８回新株予約権　

　　　新株予約権の目的となる株式の種類　　　　普通株式　

　　新株予約権の目的となる株式の数　　 　　　3,946株　

　　新株予約権の四半期会計期間末残高　　　39,460千円

 （2）ストック・オプションとしての新株予約権　

　　　第９回新株予約権　　　　　　　　　　 　9,040千円

　　　第10回新株予約権　　　　　　　　　　　 9,399千円

 （注）第９回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

４．配当に関する事項

　該当事項はありません。

５．株主資本の金額の著しい変動

　該当事項はありません。

　

（有価証券関係）

当第１四半期会計期間末（平成21年６月30日）

　当第１四半期会計期間において、著しい変動は認められません。

　

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

ストック・オプションに係る当第１四半期会計期間における費用計上額および科目名

　販売費及び一般管理費　　　2,259千円
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期会計期間末
（平成21年６月30日）

前事業年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 16,103.11円 １株当たり純資産額 16,435.24円

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 721.01円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

１株当たり四半期純損失金額 332.13円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額（△）
  

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） 83,037 △41,804

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

（△）（千円）
83,037 △41,804

期中平均株式数（株） 115,168.1 125,869.0

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式で、前事業年度末から重要な変動があった

ものの概要。

－ －
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（重要な後発事象）

　　　　当第１四半期会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

　　　　　当社は、平成21年６月24日開催の第21回定時株主総会において承認可決されておりました、資本準備金、利益準備金

および任意積立金の額の減少ならびに剰余金の処分の効力が、平成21年８月１日をもって発生しております。

　　　　　その概要は以下のとおりであります。

　　　　１．資本準備金、利益準備金および任意積立金の額の減少ならびに剰余金の処分の目的

　　　　　　当社は、過年度における事業再編・構造改革に伴う損失の発生により繰越損失を抱えておりました。

　一方、当社は上記の改革後、総合リサイクルショップの運営による収益力の回復に努め、業績は年々向上して

きております。こうした状況から、次の段階として財務体質の健全化を図るべく、資本準備金、利益準備金およ

び任意積立金を全額減少させ、剰余金の欠損填補に充てるとともに今後の機動的な資本政策に備えようとする

ものであります。

　　　　２．資本準備金、利益準備金および任意積立金の額の減少ならびに剰余金の処分の内容

　　　　　(1）資本準備金の減少および剰余金の処分

　　　　　　　会社法第448条第１項の規定に基づき「資本準備金」2,216,254,796円全額を減少させ「その他資本剰余金」を

2,216,254,796円増加させました。

　さらに、会社法第452条の規定に基づき、増加した「その他資本剰余金」を2,134,613,855円減少させ、「繰越

利益剰余金」を2,134,613,855円増加させ、同額分の欠損を解消いたしました。

　　　　　(2）利益準備金の減少

　　　　　　　会社法第448条第１項の規定に基づき「利益準備金」28,384,940円全額を減少させ「繰越利益剰余金」を

28,384,940円増加させ、同額分の欠損を解消いたしました。

　　　　　(3）任意積立金の減少

　　　　　　　会社法第452条の規定に基づき「任意積立金」300,000,000円全額を減少させ「繰越利益剰余金」を300,000,000円

増加させ、同額分の欠損を解消いたしました。

　　　　３．資本準備金、利益準備金および任意積立金の額の減少ならびに剰余金の処分の日程

　　　　　(1）取締役会決議日　　　　　　　　平成21年５月11日

　　　　　(2）定時株主総会決議日　　　　　　平成21年６月24日

　　　　　(3）債権者異議申述公告日　　　　　平成21年６月25日

　　　　　(4）債権者異議申述最終期日　　　　平成21年７月31日

　　　　　(5）効力発生日　　　　　　　　　　平成21年８月１日

　

（リース取引関係）

当第１四半期会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

　リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の

賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っておりますが、当第１四半期会計期間末においてリース取引残高の著し

い変動は認められません。

　

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

　 　 　 平成20年８月５日

株式会社フォー・ユー 　 　 　

　 取締役会　御中 　

　 監査法人トーマツ 　

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 北田　隆　　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 久保　誉一　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社フォー・

ユーの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第21期事業年度の第１四半期累計期間（平成20年４月１日から平成

20年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フ

ロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社フォー・ユーの平成20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

　 　 　 平成21年８月７日

株式会社フォー・ユー 　 　 　

　 取締役会　御中 　

　
有限責任監査法人
トーマツ

　

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 松田　道春　　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 久保　誉一　　  印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社フォー・

ユーの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第22期事業年度の第１四半期会計期間（平成21年４月１日から平成

21年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、す

なわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。こ

の四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明す

ることにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社フォー・ユーの平成21年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

追記情報

　重要な後発事象に記載されているとおり、平成21年６月24日開催の第21回定時株主総会の決議に基づき、平成21年８月１

日付けで、資本準備金、利益準備金及び任意積立金の額の減少並びに剰余金の処分の効力が生じている。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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